
品川プリンスホテル
TEL：03-3440-1111

［屋外プール］
※小学生以下のお子さまは保護者の方の
　付き添い（有料）が必要です。

［室内プール］
※小学生以下のお子さまは保護者の方の
　付き添い（有料）が必要です。
※11：00A.M.〜1：00P.M.、4：00P.M.〜6：00P.M.は
　スイミングスクールのためご利用いただけ
　ません。

　 ［屋外プール］
7/7〜9/17

　 ［室内プール］
7/7〜9/17

　［屋外プール］
10：00A.M.〜5：00P.M.

　［室内プール］
8：00A.M.〜11：00A.M.
1：00P.M.〜4：00P.M.

※屋外・室内とも、6:00P.M.〜9：00P.M.も
　特別料金にて営業いたします。
　詳しくはお問合せください。

平 日
おとな ¥5,200 ¥4,200
こども

（4〜12才） ¥4,200 ¥3,200

土・休日
おとな ¥7,800 ¥6,300
こども

（4〜12才） ¥6,300 ¥4,800

西武プリンスクラブカード セゾン会員さま
ご優待料金のご案内

2018  Summer Swimming Pool

西武プリンスクラブカード セゾン（クレジットカード）会員さまは、
下記のプールをご優待料金でご利用いただけます。
ご利用の際は、各プール入場券窓口にて
西武プリンスクラブカード セゾンをご提示のうえ、
入場券をお買い求めください。

《西武プリンスクラブカード セゾンのご提示がない場合は、通常料金でのご利用となります。》

プールご利用時のご優待料金
プール 期　間 時　間 曜 日 券　種 料 金 （1名さま）

通常料金 ご優待料金

東京プリンスホテル
ガーデンプール
TEL：03-3432-1111
※8/10〜15は土・休日料金となります。
※プリンスステータス プラチナ・ゴールド
　メンバーさま向けに、別途特別料金の
　設定がございます。

7/7〜9/17 10：00A.M.〜5：00P.M.

平 日
おとな ¥8,000 ¥7,000
こども

（4〜12才） ¥5,000 ¥4,000

土・休日
おとな ¥12,000 ¥11,000
こども

（4〜12才） ¥7,000 ¥6,000

SEIBU PRINCE CLUBカード
セゾン ゴールド

SEIBU PRINCE CLUBカード
セゾン

◎料金には消費税が含まれております。　
◎他の優待券との併用はできません。
◎西武プリンスクラブカード セゾンのご提示で、5名さまのご利用が当日1日限り有効です。（シーズンパスを除く）
◎記載内容は都合により変更、または営業を休止する場合がございますので、事前にご確認ください。
◎天候により時間が変更になる場合がございます。
◎西武グループのプールでは、刺青・タトゥ（シール類を含む）をされたお客さまの入園・入場はお断りいたします。
  （そのほか、各施設により利用規程がございますのでご確認ください）

グランドプリンスホテル広島
屋外プール
TEL：082-256-1111

※8/13〜15は土・休日料金となります。
※小学生以下のお子さまは保護者の方の
　付き添い（有料）が必要です。

7/1〜9/2 9：00A.M.〜5：00P.M.

平 日
おとな ¥1,080 ¥800
こども

（4〜11才） ¥540 ¥400

土・休日
おとな ¥1,620 ¥1,500
こども

（4〜11才） ¥810 ¥700

ご宿泊のお客さまのみご利用いただけます。



クレジット利用で貯まった

プリンスポイントに交換！
を 200ポイント

Webまたはお電話でお手続きいただけます

Netアンサー（セゾンカードホームページ）  ※登録が必要です。

http：//www.saisoncard.co.jp/

永久不滅ポイント専用パーソナルアンサー（音声自動応答）
※お手続きの際は、クレジットカード番号とアイテム番号の入力が必要です。

※毎月13日～17日は交換の受付ができません。
東京 TEL：03-5996-1230／大阪 TEL：06-7709-8043

1,000ポイント
Web

お電話
交 換

※交換には約2週間ほどお時間がかかります。

アイテム番号：8070

プールご利用時のご優待料金

大磯ロングビーチ
TEL：0463-61-7726

※7月は幼児料金が無料。
  （ご宿泊のお客さまは全期間の幼児料金が
　無料となります。）
　※小学3年生以下のお子さまは保護者の
　方の付き添い（有料）が必要です。
※シニアの方は年齢の確認ができるものを
　ご提示ください。

7/7〜9/17 9：00A.M.〜5：00P.M. 全 日

おとな ¥4,000 ¥3,200

中・高校生 ¥2,800 ¥2,100

シニア
（65才以上） ¥2,200 ¥1,700

小学生 ¥2,200 ¥1,700

幼児
（3才〜未就学児童） ¥1,000 ¥850

びわ湖大津プリンスホテル
スイミングプール
TEL：077-521-1111

※8/13〜17は土・休日料金となります。
※小学生以下のお子さまは保護者の方の
　付き添い（有料）が必要です。
※3才以下のお子さまは、無料でご利用
　いただけます。
※7月1日（日）〜13日（金）は、小学生までの
　お子さまは無料でご利用いただけます。

7/1〜9/2
10：00A.M.〜5：00P.M.
※8/1〜15は9：00A.M.〜5：00P.M.

（但し 8/7は9：00A.M.〜3：00P.M.）

平 日

おとな ¥3,000 ¥1,000

こども
（4〜12才） ¥1,500 ¥500

土・休日

おとな ¥3,500 ¥2,000

こども
（4〜12才） ¥1,700 ¥1,000

としまえんプール
TEL：03-3990-8800

※身長110cm未満の小学生以下のお子さまには
　20才以上の方の付き添い（有料）が必要です。

6/30・7/1・7・8
7/14〜9/2

【入園+プール】

9：00A.M.〜5：00P.M.
  ※期間、曜日によって異なります。

全 日

おとな
（中学生以上） ¥4,000 ¥3,600

こどもA
3才〜小学生で

身長110cm以上
¥3,000 ¥2,600

こどもB
3才〜小学生で

身長110cm未満
¥2,000 ¥1,600

（　　　　　  　）

（　　　　　  　）

※詳しくは、各施設へお問合せください。

以下の、西武園ゆうえんちプール・としまえんプール・大磯ロングビーチ・びわ湖大津プリンスホテルでは、西武プリンスクラブカード
（ポイント専用カード）でも、下記ご優待料金でご利用いただけます。

プール 期　間 時　間 曜 日 券　種 料 金 （1名さま）

通常料金 ご優待料金

西武園ゆうえんちプール
TEL：04-2922-1371
※小学3年生以下のお子さまは16才以上の
　方の付き添い（有料）が必要です。
※シニアの方は年齢の確認ができるものを
　お持ちください。

7/7〜10
7/13〜9/4
9/7〜9

【入園+プール】

9：00A.M.〜5：00P.M.
（ナイトプール 5:00P.M.〜9:00P.M.）

※中学生以下の方は5：00P.M.以降、
　18才以上の保護者の付き添い
　（有料）が必要です。
　（朝からの継続利用を含む）
　ナイトプール営業日など
　詳しくはお問合せください。

全 日

おとな
（中学生以上） ¥2,500 ¥2,300

シニア
（60才以上） ¥1,400 ¥1,200

こども
（3才〜小学生） ¥1,400 ¥1,200


